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こどもはっち
休館日
(1/1 まで )

こどもはっち
ニュースレター
発行元：こどもはっち　編集 , 漫画 , 挿絵：古口　楠浦 (Koguchi Nao)
※このニュースレターのイラストは一部「カモさんの保育のイラスト 12か月」( 新星出版社 ) を一部参考にしています。

1
January / 睦月
2020

八戸市三日町11-1
八戸ポータルミュージアムはっち4F

0178-22-5822  ・  0178-20-0840

kodomohacchi@yahoo.co.jp

https://kodomohacchi.net

＜イベントの申込み・お問合せは下記へ＞

★日舞体験
　「鬼滅の刃」
　

★まめまき会
　2日目

★まめまき会
　１日目

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作
●おもちゃ病院

※開館時間
　10:00
　～16:30

※開館時間
　10:00
　～16:30

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作 ●にこにこ広場

●転勤ママひろば ●親子講座

●親子講座

●どんぐりサークル

●おたん
　じょう会
　(1 月生まれ )

●リモートサークル

成人の日

▼転勤ママひろば
　(2/2 • 16)
　予約開始 9:30～

▼転勤ママひろば
　(1/19)
　予約開始 9:30～

▼リモートサークル
　(1/25)
　予約開始 9:30～

▼親子講座
　(2/3 • 17)
　予約開始 9:30～

▼どんぐりサークル
　(2/10 • 24)
　予約開始 9:30～

▼どんぐりサークル
　(1/27)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(2/12 • 26)
　予約開始 9:30～

( 申込終了 )

( 申込終了 )

１回目 9:30～11:30
( 消毒作業 30分 )

２回目 12:00～14:00
( 消毒作業 30分 )

３回目 14:30～16:30
※各回 20組 ( 家族 ) を限度
　とさせていただきます。

37.5度以上の熱、せきの症状
がある方は、入館をご遠慮いた
だきます。
・子ども一人につき大人（付き添い者）
　は 2名までとさせていただきます。
・小学生は午後（2回目以降）からの
　入館とさせていただきます。

新型肺炎ウイルス拡大防止への対応のお知らせ
皆様の安全面を考慮し、以下の予防策を実施しております。ご理解ご協力をお願い申し上げます。

【開館時間】 【利用者の制限について】 【飲食について】

【ご利用の際のお願い】

こどもはっち内での飲食は、授乳
室内、授乳コーナーも含めご遠慮
下さい。離乳食のみ利用可能です。
「お昼ご飯タイム」は当面の間、
お休みいたします。

入場される方は、参加者の氏名、
住所、連絡先のご記入をお願いいた
します。小学生以上の方はマスクと
靴下の着用をお願いします。

こどもはっちの公式キャラクター「ガオくん」の動画や、
普段のこどもはっちの様子をご紹介します！

12月からはじめたよ！ 「#kodomohacchi 」「 # こどもはっち」で、こどもはっちの輪を広げよう！

●定番イベント 大好評につき毎月開催しているイベントです。
各定番イベントの詳細はこどもはっちまでお気軽にお問い合わせください。

公演のコマーシャル動画が
Youtube で見られます！→

にこにこ広場
１月１５日 (金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

おたんじょう会
１月１４日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
　1月生まれ対象

親子講座
１月１３日 (水 )
 ２０日 ( 水 )
10:30～11:10
※要予約

転勤ママひろば
１月１９日 (火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
１月２７日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

リモートサークル
１月２５日 (月 )
10:30～10:50
※要予約

おもちゃ病院
１月１７日 (日 )
10:00～12:00
予約不要

※要予約イベントのお申し込みは、
２週間前の 9：30～
電話での受付となります。
（定員：各イベント親子 10組）
[★] 月２回開催の場合は、１回目の開催日
 の２週間前から受付します。
[★] リモートサークルは定員８組みまで、
 メールでのみ受付しております。

１月３０日 (土 )・３１日 (日 )
１０：３０～１１：００ 
場　所：はっち４階 こどもはっち内
定　員：各回親子 25組
参加費：お子様１人 100円（入場料別途）
＜要予約＞1/15( 金 ) 9:30～お電話でお申込みください。
　※30,31 日の開館時間１回目 (9:30～11:30) の
　　ご入場は豆まき会予約の方のみとさせていただ
　　きます。ご協力をお願いいたします。

★豆まき会

毎年恒例の「豆まき会」を開催します！
こどもはっちにやってくる鬼さんに豆まきをして鬼退治！

２月１１日 (木祝 )　１３：００開演 （12:30 開場）
場　所：八戸南郷文化ホール
定　員：先着 200名
入場無料
＜要予約＞お電話でお申込みください。

★八戸と世界をつなぐ夢フェスティバル 2021
 こどもはっち１０周年記念企画「サーカスの灯」

国際子ども舞台芸術・未来フェスティバル in 青森として、
ラストラーダカンパニーによる舞台がやってくる！真っ白な和紙
のテント、言葉を使わず繰り広げられる道化師による魅惑の舞台
をお楽しみください！



お店にならんだおようふく。これだ！とお
もったのは、すてきな　あおいふく。こ
れをきれば　まほうがつかえる！ぼたん
をおすと　そらをとんだり　とうめいに
んげんだってなれる！　あるひ　おおき
いいぬがめのまえにあらわれた！でもこのあおいふくをきていれば・・・・
こんな体験誰にでもあるのではないでしょうか。これを持っていれば勇
気 100倍と、それがこんなにすてきなあおいふくだったら、ますます
夢がいっぱいふくらみます。かわいい絵とリズム感ある文章から、いっ
ぱいいっぱい元気をもらえます。
3月には、作家のサトシンさんがまた八戸に来て、読み聞かせもしてく
れます。お楽しみに。

おもちゃハウスおもちゃハウス

Toy House CrayonToy House Crayon

HandMade In HachinoheHandMade In Hachinohe

おすすめや入荷商品など、
LINE でご紹介しています！
ご登録はこちら

おすすめ
商品

公
式
くれよん

着払いでの郵送も承ります。下記までご連絡ください。
hachinohe_mirai_net@yahoo.co.jpID ：@laf8859

TEL：0178-20-0840

八戸はＢ－１グランプリ発祥の地！
そんなＢ－１グランプリで初代グラン
プリに輝いた八戸の郷土料理「せんべ
い汁」がおもちゃになりました！本物
そっくりで美味しそうでしょ？お箸の
練習にもおすすめです☆

せんべい汁セット ¥1 , 8 0 0

「「ふしぎなあおいふく」
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

出版社：ポプラ社
 作：サトシン　絵：ドーリー

えほんのじかん・ミニ！

来
館
し
て

メ
ー
ル
で

抽
選
箱

真実はいつもひとつ！

[URL] https://lin.ee/2L7kpnV
[ID] @520zdtjq

はちすく通信 LINE
プレゼントキャンペーン
はちすく通信 LINE
プレゼントキャンペーン

【応募条件】
はちすく通信 LINE に登録している方
※応募は１家族１回までとさせていただきます

２０２０年１月３１日 (日 )まで

【結果発表】
2月 3日 (水 )午前中
（当選者には電話でご連絡いたします）

【必要事項＆アンケート】
①名前 (保護者・お子様 )

②お子様の年齢

③電話番号

④メールアドレス

⑤こんなこと、あんなこと「知りたい！」という情報

⑥こどもはっちの利用頻度・思い出エピソード・

 「やってほしい！」イベントなど

⑦ご意見・ご感想 (一言でもよいのでお願いします！ )

抽選で８組に
豪華賞品をプレゼント！

※写真は賞品の一例です。賞品は選べません。

応募はかんたん！
ミニアンケートに

答えよう！

【応募方法】（どちらかでご応募ください）

 こどもはっちに設置している応募用紙
 の必要事項を記入し、抽選箱に入れて
 ください。

 本文にアンケート内容を記載しご応募
 ください。
 宛先➡  info@kodomohacchi.com

はちすく通信

ご登録はこちら

１２月イベントのご報告　
Last month on KODOMOHACCHI

クリスマス会　１２月２０日 (日 )

プレパパプレママひろば
１２月　６日 (日 )

3 組 6人の
ご夫婦が参加し
てくださいまし
た！
パパの妊婦体験
や、沐浴の映像
を見て、赤ちゃ
んについてたく
さんのことをお
勉強しました！

今年は２回に分けて開催
し、約１６０名の親子が
参加してくださいました！
ハンドベル演奏を聞いた
り、マジックショーで驚い
たり！ガオサンタさんも登
場し、クリスマスプレゼン
トも貰いましたよ～！最後
は皆で「ぼよよん行進曲」！
とても楽しいお時間を過ご
しました！

冬休みスペシャル企画★　１２月２６日 (土 )～２７日 (日 )
『  世界で一つのフェルトアート  』
『  オリジナル「おちょこけん玉」ペイント  』
フェルトを貼り
でチクチクした
り、けん玉を好
きに色塗りをし
て世界に一つだ
けのけん玉を
作ったり！みな
さんとっても真
剣に作っていま
した～！

オレンジデー
１２月　６日 (日 )
こどもはっちの特別開館日、
「オレンジデー」を開催しました！
工作はおひげがふわふわのサンタさ
んを作りました！最後はトナカイさ
んが遊びに来て、みんなにクリスマ
スプレゼントをくれましたよ～！

プレゼントの木

＊この事業は「プレゼントの木」いもとようこ作の絵本をヒントに開催しました。
まだ読んだことのない方はぜひお手に取ってみてください。

　今回初めて開催しました、「プレゼントの木」
ギビングツリー（GivingTree 援助の木 )
はおかげさまで、多くの子ども達にプレゼン
トを届けることができました。送られてきた
色とりどりのオーナメントは約１２０にもな
りましたが、毎日そのオーナメントはなくなり、希望のプレゼントとなって
戻ってきました。ご協力いただいた皆様からは、「相手を想って一生懸命選
びました。とても楽しかった。」など、素敵なお声をいただきました。プレ
ゼントを手にした子ども達からは、とっておきの笑顔とありがとうがかえっ
てきました。また、匿名でご協力いただいた方々もいらっしゃり、ご支援い
ただきました、多くの皆様に心より感謝申し上げます。事業は継続して来年
も開催したいと思います。　　　　　　　未来ネット　　平間　恵美


